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平成 30年度 交野みどりネット総会 

「平成 30年度 交野みどりネット総会」が次のとおり行われました。 

・日時：平成 30年 4月 24日（火）10:00～12：00 

・場所：市役所別館 3階中会議室 

・出席：22名 委任状提出 16名  

〔内容〕 

・第一部・総会 

 第 1号・第 2号議案 平成 29年度事業内容・収支決算・監査 

 第 3号・第 4号議案 平成 30年度活動計画・収支決算が拍手で承認されました。 

・第二部・交流会  18名出席 

 まちづくり部会から今年度すすめる自転車を利用したまちづくりについて報告を受けたあと、「マンパワー不足

をどうするか」やそれぞれが今後めざしたい「交野みどりネット」の活動について意見交流しました。最後は「交

野みどりネット」の周知のために部会を超えて、全体の取り組みを進めようということでまとまりました。 

 

自然環境部会 

●《第５期 かたの未来の里づくり講座》 

今年度は３回の短期集中で開催しました。 

 〈第１回〉 

日 時：４月１４日(日） １０時～１５時       内 容：①自然環境保全について 

場 所：午前 星田市民センター                「自然保護・竹について・安全について」 

午後 星田ふれあいの森              ②保全活動（道具の扱い方・竹伐りなど） 

参加者：11名 

講 師：部会スタッフ 

一言感想： 

○山に登ることがあまりないので、上手に歩けなかった。思い通り上手に切れなかった。 

○初めて参加して、知らなかった知識を得る事ができました！竹を伐ることは初であったので楽しかったです。 
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○竹を伐ることがこんなに大変だとは思わなかった。また、若者がやはり少ないように思ったので、もっと多くの

人を巻き込む方法なども一緒に考えていきたいです。みんな元気で楽しかったです。 

 

       

 

 

〈第２回〉 

日 時：４月１５日(日） １０時～１５時       内 容：①自然環境保全について 

場 所：午前 星田市民センター                「自然保護・竹について・安全について」 

午後 星田ふれあいの森                   ②保全活動（道具の扱い方・竹伐りなど） 

参加者：8名 

講 師：部会スタッフ 

一言感想： 

○いつもは入れない山に入ることができ、楽しかったです。竹伐り、筍掘り、シイタケの作業もまたやってみたい

です。ありがとうございました。 

 

〈第 3回〉 

日 時：５月１２日(日） １０時～１５時 

場 所：星田ふれあいの森 

参加者：講座生４名・自然部会スタッフ６名 

     みどりネット１名 

講 師：部会スタッフ 
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内 容：  

①安全確認 KYK（危険予知活動） 

②現地確認 星田ふれあいの森散策 

③竹の伐採体験 

④動力講座 

   安全講習 

   刈払機、チェーンソーの取り扱い実体験 

⑤奄山ふれあいの森見学 

一言感想： 

○本日は１か月ぶりの活動だったが、思ったよりスムーズにできてよか  

った。チェーンソーや草刈り機等、初めてでとても面白かった。 

○五月の筍。いつも通るだけで入れなかった森に入り楽しかった 

です。 

○２回目参加させて頂き、前よりも上手に竹が伐れ、とても気持ち 

  良かったです。また参加したいと思います。 

○アットホームな雰囲気で楽しく作業できた。次回からの活動が 

楽しみです。 

 

 

保全実践活動 

定例の活動日；  

第 1土曜 私市 

第 3水曜 星田 

第 4日曜 星田 

※日曜の午後は刈払機・ 

チェーンソーの練習をします。 

 

●保全実践活動 

定例の活動日； 

第１土曜日…私市、 

第 3水曜日、第 4日曜日…星田 

                        

 

 



4 

 

 

●かたの自然しらべたい 

４月２６日(木)に第１回会議を開催。                          

５月２９日(火)に観察学習会を星田園地にて行いました。 

 

●定例会議 

第一木曜日 １３：３０～ 

 

里山大好き観察会 「春の植物と遅咲きの桜を観よう」 

4月 25日(水)、当日朝 8時、まだ雨が落ちている。9時に上がる予報だ。自然観察会は毎度お天気に悩まされる。

今回は最たるものだ。 

しかも、今年の異常に早い春の訪れで、お目当てのカスミザクラは 10日も前にピークを過ぎていて、出発前から

モチベーションの下がること。 

でも、雨のおかげで気温が下がり歩きやすく、桜の代わりには至る所に見事な藤の花やガマズミの仲間の可憐

な白いが見られた。 

いつも、自然は期待を裏切らない！ 

お天気のせいで参加者は少なかった(総勢 20 名)が、講師の丁寧な説明も好評で、「また参加したい」「とても充

実した時間が過ごせた」との感想を寄せていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー部会 

今年度（平成 30年度）の交野みどりネットエネルギー分野啓発活動の一つとして、「電気が無いところにミニ太陽

光発電！」というセミナーを開催することを検討しています。 

最終的には、その製作及び組み立て手順や機器などを紹介するレシピをつくることにしています。 

 その手はじめに、今回、小さな太陽光発電装置で貯めた電気を使って、水路から約 35m 離れた家庭菜園の水

タンクまで給水する実験を行いました。その結果、家庭菜園で必要になるような水量をタンクに貯めることができ

るとわかりました。 
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（1時間当たり給水量約 160L）。 

以下にその内容を述べます。 

・日時：平成 30年 4月 20日（金曜日）午後 1時～2時 

・場所：交野市森南 農園 

・参加者：交野みどりネットメンバー（4名）、農園使用者（1名） 

・結果： 

試験機材： 

１）太陽光発電装置：出力１０W 太陽光発電装置 詳細別紙参照 

２）給水ポンプ：直流電圧１２V ミニポンプ 詳細別紙参照 

３）給水ホース：内径 14mm、長さ 35m 

1時間給水量実測値：160L 

その写真を以下に示す。 

 

給水ホース 

 

太陽光パネル 

 

 

 

 

 

 

水路＆給水ポンプ     

太陽光発電ユニット（コントローラ＆蓄電池内蔵） 

 

水タンクへ給水 

（1時間当たりの給水量約 160L） 

 

 

 

 

 

 

給水ポンプの外観と仕様 

 

                                        給水入口   給水出口 
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エコ生活部会 

「みどりのカーテン大作戦」開催 

5月 17日（木）星田会館 24名参加 

 5月 22日（火）市役所別館 33名参加 

今年は、エコ生活部会で種から苗を育てることから始めました。講座は、毎年福知山からエスペックみどりの

学校の土田さんを講師に迎えていましたが、エコ生活部会メンバーですすめました。 

 講座では、まず初めにパワーポイントで地球温暖化や気候変動の話をして、次にエスペックみどりの学校の

「みどりのカーテン育て方ガイドブック」をもとに、育て方のポイント説明をしました。そのあと苗、土、発泡スチロ

ールの箱を示しながら、植え付けの実演をしました。 

 参加の皆さんから、「勉強になった」「目からウロコでした」「育て方のポイントを教えてもらったので頑張ってトラ

イしてみます」等の感想をいただきました。今年の夏、交野のあちこちでみどりのカーテンが育っていることを期

待して、8月に『あ～や こ～やのゴーヤ座談会』、9月に『みどりのカーテン巡回写真展』を開催する予定です。 

 

エコ生活部会の活動予定 

 6月 12日（火）10:00～ 定例会 市役所別館 2F 

 7月 18日（水）9：30～ 親子エコクッキング試作 ゆうゆうセンター調理室 

 8月 2日（木）10:00～ 『親子エコクッキング』 ゆうゆうセンター調理室 

 8月 28日（火）10:00～ 『あ～や こ～やのゴーヤ座談会』 市役所別館 3F 

 8月 3１日（金）10:00～ 『あ～や こ～やのゴーヤ座談会』 星田会館 

 9月 7日（金）～ 9月 26日（水） みどりのカーテン巡回写真展  

                  （星田会館、星の里いわふね、市役所別館ロビ－） 
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まちづくり部会  

「自転車活用ワークショップ」を実施します。 

【目標】 

 ・昨年度は、サイクリングルートを考える「マップづくり講座」を開催しました。（H30年 2月） 

  市内の名所、旧跡やおすすめスポットなどめぐる楽しいサイクリングルートが提案されました。 

 ・本年度は、いよいよ市民によるサイクリングを企画・実行する講座を開催します。 

① ぶどう狩りサイクルツーリング…企画：6月、実施：7月 

② みかん狩りサイクルツーリング…企画：10月、実施：11月 

 

【効果】 

① 市内の名所、特産品など数多くある市の魅力にスポットを当て、再発見します。 

② 自転車の走行ルール、マナーを親子で学びます。 

③ 自転車の利便性と環境に優しい点を体感し、重要な交通手段の一つであることを学びます。 

④ 自転車走行環境の改善、車・歩行者との共存について考え、知識を深めます。 

 

 

 

 【取り組み】 

  ・ぶどう狩りツーリング 

   ■『ぶどう狩り MAPづくり講座』…6月 9日(土) 

   ■『ぶどう狩りツーリング』…7月 21日（土） 

  ・みかん狩りツーリング 

   ■『みかん狩り MAPづくり講座』…10月中旬（予定） 

   ■『みかん狩りツーリング』…11月中旬（予定） 

 

  ・自転車利活用の調査研究 

    自転車活用先進地区や有識者等専門家へのヒアリング、調査を実施します。 

 

     「自転車の利活用」を切口に、まちづくりを推進 
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運営委員会を下記の通り開催しました 

日時：２０１８年２月５日（月）１３：３０～          主な議題： ・環境フェスタについて 

          ３月５日（月）１３：３０～                 ・広報紙「はっぱ通信」について  

           ４月２日（月）１０：００～                 ・総会について 

          ５月７日（月）１３：３０～                 ・みどりネット講座について 

          ６月４日（月）１３：３０～                 ・ウォークラリーについて 

場所：市役所別館 1階 みんカフェ 

会議日程（2018年） 

〈運営委員会〉    ７月２日（月）１３：３０～           〈自然部会〉     ７月５日（木）１３：３０～ 

              ８月６日（月）１３：３０～                           ８月２日（木）１３：３０～  

              ９月３日（月）１３：３０～                           ９月６日（木）１３：３０～ 

 

〈エコ生活部会〉   ７月１８日（水）１０：００～         〈まちづくり部会〉  ７月１２日（水）１０：００～ 

               7月２４日（火）１０：００～                      ７月１７日（火）１０：００～ 

 

〈エネルギー部会〉   ６月１３日（木）１４：００～            〈広報担当者会〉  ９月３日（月）１０：００～ 

 

イベントカレンダー 

 

問い合わせ 交野みどりネット事務局（交野市役所環境衛生課内）まで   ０７２－８９２－０１２１ 


